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  本会は、愛知万博問題を契機に注目された「海上の森」を里地里山として守り 
 楽 し む た め に 汗 を 流 す 市 民 が 、 行 政 と の 協 働 で 立 ち 上 げ た も の で す 。 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上の森だより 21 号目次  

海上歳時記        Ｐ2 
鈴木宇佐美さんを偲んで  Ｐ3 
Ｈ２２年度を降りかえって Ｐ4.5 

海上 いま むかし    Ｐ6 

研修受講報告       Ｐ7 

ため池プロジェクト    Ｐ8 
グループ報告       Ｐ9.10.11 

 

最新情報は 

ＨＰで！ 

12/23 おごずな蒔き 

りっぱな門松もできました 

Ｈ23 年 1/22・23 

里山のものづくり竹炭焼き 

12/11 里山のものづくり 

森の材料を使ったリース 

12/5 森の教室 

間伐材を使った工作 

収穫感謝祭

のマリさん 

Ｈ23 年２月ため池の修景作業しがらみ組み 

11/21 収穫感謝祭 

大勢の人が参加して下さいました 
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海上の森の動植物の生き字引、里山環境保全事業の

リーダー山本征弘さんに、海上の森の今の季節の見

どころを紹介して頂いています。 

海上の森の歳時記（３月～４月） 

３月 
寒い冬が終わり日が長くなると、湿地で

はハルリンドウが咲き、野原ではヘビイチ

ゴ、タンポポ、オニタビラコ、オオジシバ

リ等賑やかに咲き出します。キチョウ、ル

リタテハ、キタテハ、テングチョウ、ムラ

サキシジミ等、成虫越冬したチョウが翅を

広げ日向ぼっこをしています。シジュウカ

ラ、ヤマガラ、ウグイス等が繁殖期に入り、

きれいなさえずりが聞こえます。 
４月 
オオカメノキの花が終わりコバノミツバ

ツツジの花が咲き出すと、三角点の周りで

はキフチョウが飛び、交尾を始めます。ウ

ワミズザクラ、ミヤマガマズミ、ザイフリ

ボク等の木の花が増えて来ます。ミツバツ

チグリ、チゴユリ、ニオイタチツボスミレ、

カラスノエンドウ等の草花が満開になり、

ベニシジミ、モンシロチョウ等のチョウが

飛びまわります。 
５月 
タニウツギ、ウツギ、モチツツジの花に

ジャコウアゲハ、クロアゲハ等が蜜を吸う

姿がみえます、その頃、新緑が映えるよう

になりキビタキ、オオルリ、サンコウチョ

ウが来て営巣を始め美しいさえずりが聞こ

えます。オグマサナエ、シオヤトンボなど

のトンボが現れ、道端にはシライトソウ、

タツナミソウ、シライトソウなど可憐な花

が増えて来ます。 
                             
 

   
   ３月：ハルリンドウ     ４月：ウワミズザクラ    ５月：キビタキ 

   
 ３月：オオカメノキ      ４月：ギフチョウ     ５月：タニウツギ 
 



 
 

                       3 

追悼 鈴木 宇佐美さん 

 

 海上の里から移転された宇佐美さんに会いに行か

なければと思いながら、いっしょに行く約束をしていた

名古屋の友人が、飯田に引っ込んでしまったこともあ

り、それを果たせないままになって、宇佐美さんの悲

報を２月２２日受け取りました。いろいろな思い出をど

うして話す時間を持てなかったのかと悔やむばかりで

す。 

宇佐美さんのことを話すには、どうしても外せない

のが、2005年愛知万博と「ものみ山自然観察会」をめ

ぐる件です。 

１０人余りの主婦を中心にした仲間が、ものみ山自

然観察会と名乗ったのは、反対運動をしたいからでも、

社会活動をしたいからでもなく、瀬戸市の端にひっそ

りと、しかし確かな野生の匂いがする海上の森と里を

壊したくなかったからです。万博計画を変えられるな

どとは、思ってもみなかったことでした。 

屋戸橋～車解体屋（現在の駐車場）～林道～物見

山～里というコースをぐるぐる回るわたしたちに、生ま

れ育った海上の話しをしてくださったのは宇佐美さん

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇佐美さんとともに思い起こすのは、あちこちの谷

あいに咲くシデコブシ、物見山頂上のかつての盛りの

片鱗であるササユリ、消える寸前のキキョウ。ノスリ

が里の上を舞う頂上からの眺め。海上の森の緑は名

古屋都市化の防波堤でした。 

里の空には、オオタカが悠然と舞っていましたし、

夏の夕刻、小さな祭りの後の里では、ムササビが頭

上を通過し、ホタルも楽しみました。 

海上だけでなく、タムシバの咲く４月の始めには、

遠征していっしょに猿投山にも登りました。 

きれいに広がっていた田んぼの風景が、用地買収

で休耕田に変ることにがっかりしていたわたしたちに、

１９９９年小さな田んぼを貸してくださいました。でも、

その年に宇佐美さん御一家は海上を去られました。 

愛知万博の計画が里を住宅地に変える計画が変

更されるとは到底思えない改変工事直前でした。 

 宇佐美さんは、報道のマイクを向けられるといつも、

「海上はええところです。毎日散歩しております。海上

のみなさんは、山口の方に下りられましたが、うちは、

余裕がなかったおかげで今も海上に住むことができ

て、今はよかったと思っております。」と言われ、その

何とも言えない慎ましい自信を眩しく思い出します。 

 戦後、理屈の通らないことを言う役所に掛け合った

話をされていたことがありました。周囲に流されず自

分の考えを持った方でした。だからこそ、海上のまと

め役として、長老の責任感を持って、万博計画が海

上を消してしまうことに立ち向かう姿勢を貫かれたの

でしょう。 

 葬儀に、海上の名がなかったことが寂しくうつりまし

た。 

 海上の里の弘法堂に通う宇佐美さんの姿がもう見

られないことはさらに寂しいことです。 

 ９１歳まではとても生きられないわたしも、そのうち

には宇佐美さんのところに逝き、思い出話をすること

が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 宇佐美さん、心より、ありがとうございました。 

                   （曽我部行子） 
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平成 22年度をふりかえって 

平成 22 年という年は、海上の森の会が特定非営

利活動法人（通称ＮＰＯ）としての第一歩を踏み

出した画期的な年となった。それだけに理事会で

は総括（課題と検証）作業を進めている。以下は

その骨子である。 
（１） 平成 22 年度の活動について 

① ＮＰＯ法人化は海上の森の会の５年間の

活動の中から導き出された方向であった。

任意団体時代の会員数をほぼ維持するこ

とができたのも、この事が会員から支持

されたものと考えられる。 
② 今年度愛知県の６本の委託事業を受け、

会の 12の自主グループがそれぞれの事業

を誠実に実施してきたが、特に体験学習

プログラムの展開については課題も見え

てきたので一層の会の力量アップを要す

る。 
③ 「森と緑づくり交付金事業」に応募、会

の森づくり・里づくり・自然観察の３グ

ループが「海上の森の再生」事業を展開、

活動の中心のため池の再生・修景事業に

取り組んだ。１月末までに延べ 600人日

の作業を行い、大きな成果を挙げた。 

 
再生教室での稲刈りの様子 

④ 上記の事業をきっかけに今年度初めて

「有償ボランティア制」を導入、限定し

た事業と条件の下での制度であるが、そ

の方向性については検証が必要である。 
⑤ 今年、「ＣＯＰ10」が愛知・名古屋で開催

され、「人と自然の共生 国際フォーラ

ム」を始め多くの催事が海上の森で行わ

れた。愛知万博以来の入来者があり、改

めて海上の里山のあり方が論議された。

早急に会の目標・手立てを確立しなけれ

ばならない。 

 
8/４こどもＣＯＰ10 

⑥ その他 会のホームページのアップ化、

会のポスター・栞の更新、農業機械・印

刷機など設備の充実、他団体との交流活

動アップなど成果も大きかったが、事務

局の負担も増大し、この面での対応策も

必須となった。 
 

 
 
 
 
 
 
     ため池のしがらみの前で 

（２） 新年度への課題 
① 海上の森の会は様々な理念や想いをもつ

組織や個人が愛知万博をきっかけに行政

との協働で立ち上げた組織であった。そ

れぞれのグループの自主活動を尊重しな

がら、共通項を高める努力を重ねてきた。

ＮＰＯというフォーマル（formal）な組

織原理が一層求められねばならない。協

議と執行の組織を強化することが必要で

ある。また、財政基盤の強化も重要であ

る。企業連携による収入、民間寄付金、
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各種助成・交付事業への応募、自主生産

活動など一層の営業努力が求められる。 

 
 自然観調査の様子 

② 愛知県が平成 21年度からあいち森と緑づ

くり税を活用した事業が始まり、22 年度

に交付金事業に応募採択された。森作り

グループの間伐作業や里作りグループの

棚田の復元などの地道な事業の重要性が

再確認され、毎週定期観察を続ける自然

観察グループの海上の森の自然情報の蓄

積の大切さも再認識できた。次年度以降

も是非継続していきたいと思う。 

 
ため池の修景作業 

③ かつて海上の里には３つのため池があり

最盛期には２３戸の農家が生活していた。

その後の挙家離村によって、森や耕作地

が放棄され、ため池も姿を消した。森の

会では長年「学びと交流の集い」の中で

海上の里の再生やため池勉強会を積み重

ねてきた。22 年度はその延長線上として

「ため池プロジェクト」を組織、森の会・

あいち海上の森センター・地元地権者協

働の組織として通称「うるめき」の地の

ため池再生・修景事業に取り組んだ。身

を粉にして汗を流した多くの会員、指導

者の方々には感謝したい。次年度も目標、

関わり方などの方針を協議進めていきた

い。 
④ 今年度、森の会は愛知県から「耕地管理」

「サテライト管理」を含めて６本の委託

事業を受けた。これまでで最大の受託金

額であったが、私たちは自信をもってそ

れに応えたという一層のスキルアップに

努めたいと思う。海上の森大学にはすで

に１０人以上の会員が修了しているが、

今後も他研修会も含めてその機会を重ね

たい。また市民参加率の低いプログラム

には協働の立場からも真剣にその原因を

確かめ、企画段階からの提案や営業活動

にも努力する必要がある。 

 
里山のものづくり参加者集合写真 

⑤ 現在 12 自主グループの 22 年度総括と次

年度の活動方針が検討されている。なん

といっても、本会は各グループに登録し

た会員がリーダーを中心に楽しくかつい

かに成果を挙げる活動が展開できるかに

かかっている。さらに会員（若者や家族

会員）の増加を図り会の活性化に努めた

い。     （理事長 山川 一年） 
 

        



海上 いま、 むかし 
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過去と現在を自由に往来しながら、海上に親しんで 

もらうコーナーです。 

⑫海上の生活空間とソンデ 

 海上の故鈴木善治郎さんが描いた明治 40 年

(1907)頃の海上集落概念図

によりますと、海上川中流部通称「海上の里」

には北屋敷（７軒）、東畑（４軒）、向（むかえ。

10軒）の３集落があり、北海上川が海上川に合

流する所に四ッ沢集落（２軒）が、篠田川が赤

津川に合流する所に塚原集落（３軒）がありま

した。海上全体では 26軒 120人が住んでおりま

した。 

 
 北屋敷は現在の里山サテライトのある辺りで

した。当時はサテライト東の南北道はなく、赤

から北

の小尾根に続いていた小径をたどりました。尾

根を下ると、昭和になってできた海上砂防池の

辺りにたどり着きました。この辺りを海上の人

はソンデといっています。そこにはソンデの川

原、ソンデの畑がありました。ここは海上集落

からは尾根に遮られて見ることのできない山の

向う側になります。瀬戸市域をはじめ尾張東部

の丘陵、山地や岐阜県中濃地方、西濃地方では

今のところ、ソンデという呼称ないし地名を確

認することができません。どなたか、ご存じの

方は是非お教え下さい。 

 ところが、猿投山を越えた藤岡側へ行きます

と、ソンデはどこでも聞くことができます。こ

の呼称はさらに東の三河北部丘陵、山地をはじ

め岐阜県東濃地方、長野県伊那地方、静岡県北

遠地方でも聞かれ、こちらからは尾根などに阻

まれて見ることのできない、山の向う側を指す

位置関係呼称でした。その意味する所はこちら

側に対するあちら側、つまり「外」でした。も

っとも、海上では北屋敷の北の尾根を超えた所

も行政上は海上の内でしたし、海上の人たちは、

冬場いっぱいはここで山仕事を行っておりまし

た。 

明治 17年（1884）調べの「地籍帳」と「地籍

図」（愛知県公文書館所蔵）で１筆ごとの土地所

有者を確認してみますと、集落背後の山は川沿

いから尾根までが私有地で、尾根の向う側は官

有地（海上では県有地）になっていました。そ

して、尾根の向う側にはさらに県有の山が連な

っています。そこを海上ではオクヤマ（奥山）

といい、尾根の集落側をセドヤマ（背戸山）と

いっていました。屋敷・母屋の裏側をセドとも

いいますので、セド山は屋敷続きの山というこ

とになります。まさに私有の山で、海上ではこ

のセド山を山畑ともいって、柿畑や桑畑にする

ことが多かったようです。 

セド山は春から秋にかけての農業を主とする

生産の場となるいわゆる「里山」と呼ばれる私

有の生活空間です。これに対し、奥山は秋から

春にかけての林業を主とする生産の場となる公

有の生活空間ともいえます。ソンデは里山と奥

山を区別する位置関係呼称であったのです。こ

のような季節と場所をすみ分ける生活空間認識

を持つのは愛知県とその周辺では三河山地を中

心とする中山間地であり、それより山の浅い丘

陵地帯や集落近くまで山が迫るような山岳地帯

ではソンデ呼称が聞かれなくなります。ソンデ

呼称分布域の西端に位置する海上は中山間地的

特色を持っているともいえましょう。これにつ

いては別の機会にお話したいと思います。                         

      （伊藤良吉） 

ソンデの川原付近 
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 本研修は愛知県緑化推進委員会より、NPO 法人海上の

森の会へ紹介されたものであり、本会理事会の決定により

森づくりグループから２名が参加しました。 

◇本会からの参加者 

森づくりグリープ・リーダー 平野幸治 

  〃  ・サブリーダー 杉山良治 

 
 
 
 
 
 

 
 
◇研修内容 

◆一日目 2月 4日(金) 

①金沢城公園視察 ボランティアガイドの案内により、国

産材で復元された河北門・菱櫓等の建築物を見学した。 

②交流会 参加者がそれぞれ持参した資料・パンフレット

で自団体の PR を行った。（９県１８団体） 

◆二日目 2月 5日(土) 

①開講式・あいさつ 

(財)石川県緑化推進委員会 島木正則氏 

②石川県における森づくりの取り組みについて 

 石川県 森林管理課 専門員 嶋野力氏 

③ワークショップⅠ ファシリテーター 寺川裕子氏 

テーマ：「課題を共有しよう」 

この時間帯は、お茶とお菓子を自由につまみながら、各

団体が抱える悩み事のあらんかぎりを小紙片(Post It)に書

き出すことから始まった。 

 
④基調報告 

「金沢大学角間の里における森づくり組織運営と活動実施」 

   金沢大学客員教授地域連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 宇野文雄氏 

金沢城跡地から広い丘陵地・角間(かくま)の里山地区へ

移転した経緯と運営活動する上での問題等の詳細な説明

があった。印象深かったのは、旧地権者側からの申し出を

きっかけとして里山整備が具体化したとのくだりでした。 

⑤ワークショップⅡ  

テーマ：「これで解決!? お悩み相談ワーク」 

 KJ 法を適用して、参加者が書き出した悩み事紙片を模

造紙上で整序しグループ分けした。グルーピングした悩み

事別に参加者を割り当て、ブレインストーミングにて解決

策を搾り出した。 

結果を模造紙に整 

理した後にテーブル 

ごとに発表・質疑・ 

応答した。 

⑥事例紹介  

「石川フォレストサポーター会」会長 中川巌氏 

「能美の里山ファン倶楽部」会長 畠中茂伸氏 

「のと共栄信用金庫」総合戦略部 中里茂氏 

⑦ワークショップⅢ 

 テーマ：「魅力ある企画づくり」 

 参加者各自が、今一番関心のあることを、一つだけ選ん

で小紙片に書き出す作業から始まった。小紙片を読み上げ

て仲間を募り、同好の志がグルーピングされて４つのテー

ブルに分かれた。 各テーブルで「企画シート」を使用し

てシートの項目を埋めることにより、企画を完成させた。

模造紙に清書した後に発表を行った。 

 発表後、全参加者に４色の丸シールが配られた。青：社

会性、赤：新規性、緑：実現性、黄：その他を評価するポ

イントシールである。ルールは自グループ以外の発表に対

してシールを貼ることで、それぞれの発表を評価し合った。 

◆三日目 2月 6日(日) 

①ワークショップⅣ 

 テーマ：「今後に向けてのふりかえり＆まとめ」 

 アイスブレーク（緊張緩和）の手法から始まり、2 日間

のおさらいを行った。ワークショップの手法を持ち帰って

再現する場合には事前準備として、目的と 

参加者を明確にすることが大切との由。 

②閉講式 

 修了証書授与 

③JR金沢駅にて解散  

 
 

 
 

道の駅 
倶梨伽羅塾 
研修会場兼 
合宿場所 

絞 り 出 し

ています 

 



ため池プロジェクト 
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ため池プロジェクト活動報告 

 ため池プロジェクトの 10 月までの総括は前号

でおこないました。10 月 28 日と 12 月 16 日に行

われた検討会で 11 月以降の作業日程が決まりま

した。今までに行われてきました作業日は以下の

通りです。 

【11月】３日（補）、９日（補）、11 日（定）、 

18日（補）、20日（補）、25日（定） 

【12月】７日（補）、９日（定）、16日（定）、 

19日（補） 

【１月】13日（定）、20日（補）、27日（定）、 

29日（補） 

【２月】３日（補）、10日（定）、17日（補）、  

24日（定）、27日（補） 

 

作業日の「補」は少人数による補足的な作業、

「定」は比較的多人数による定例的な作業日です。

チーム員が都合のつく最も多かった木曜日を定例

的な作業曜日とし、原則として第２と第４の木曜

日を作業日としました。チーム員の中には平日だ

と出られないという人もいるため、月１回は土・

日・祭日に作業日を入れました。 

土留め用に張った植草ブロック（下田の旧水田

に生えている草を利用）は、夏以来、イノシシに

掘り起こされる害が出ていましたが、ことに秋に

はいってからは、張り直しては掘り起こされると

いう状況を繰り返すことが多くなってきました。

最終的には溜池の周囲にイノシシ除け用のワイヤ

ーネット柵を設置する予定になっておりますが、

しがらみ（柵）編みなどで長い竹材や杭の搬入作

業が続いているうちはイノシシ柵を設置すること

もできません。窮余の策として、地表より 10セン

チほどの高さで植草ブロックにワイヤーネットを

横置きすることにしました。この作業は 11月に行

いました。これによって案の定、イノシシ害はぴ

たりと止まりました。 

 

 しがらみ編みは現在も続いています。しがらみ

は池法面の砂防段（土留め）の役目をしますが、

しがらみの機能はそればかりではありません。し

がらみの段ごとに、段上面の山側に段と平行の溝

が掘られています。これによって、長雨や集中豪

雨時に溜池に流れ込むサバツチ（花崗岩の風化土

壌）混じりの雨水を一時的に段に留め、しがらみ

の間から下の段に流れ出るまでの時間稼ぎをして

くれます。法面にしがらみが多いほど、その効果

は増します。溜池に流入する雨水に時間差を設け

ることによって、余水の排水能力を安定させ、結

果的に溜池の堤体を保護する重要な役割をしてく

れるのです。山にサバツチの多い海上ならではの

豪雨対策ともいえましょう。寺岡靖介チームリー

ダーの指導のもと、こうした目標に向かって、施

工チームは作業を続けております。 

 ３月には７月以来行ってきた修景作業に使った

用材（植草ブロック、竹、間伐材など）の総量チ

ェックをします。そのデータに基づいて来年度の

作業計画と予算を立てます。 

 会員の皆様、知人などをお誘いになって、一度、

「うるめきの池」を見に来て下さい。作業の飛び

入りも大歓迎です。３月の作業日は３日（補）、10

日（定）、17日（補）、20日（用材の総量チェック

日）、24日（定）、31日（補）です。（伊藤良吉） 

2 月しがらみ

用の 
割 業 

11 月植草ブロックネ

ット棚設置作業 
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里の再生グループ                     

 H22 年度を振り返って 

生物多様性を身近に感じ大切さを知ろうと開

催された「里山ふれあい再生教室」は、継続さ

れ 22 年度自主事業にて「海上の里を甦らせよう」

の計画で活動してきました。6 月からは一般参

加の人も加わり延べ 600 人／年間で 5 アールの

水田での米づくり、3アールでの畑作でクワイ、

マコモタケ、人参、ネギづくり、10 アールでの

荒地の開墾、ため池修景作業、榾木づくり等を

実施しました。農作業は大変ですが時には小学

生で棚田の一枚の田植えとか稲刈りをして大人

顔負けの場面があったり、泥まみれの溝堀りや

杭打ちなどの水路整備など、悪戦苦闘の作業も

ありました。人参は予想を上回る出来栄えに自

慢の一品になったと思います。幅広い活動でし

たが、いずれも予想以上の成果を挙げることが

でき里の再生に向けて一歩前進できたと思いま

す。（鈴木 五男） 

 
里のくらしグループ 
 ＜12 月 23 日＞ 本年度最後の行事「正月準

備とサテライト大掃除」を行いました。門松づ

くり。お鏡餅づくり、おこづなまき、サテライ

トの大掃除いそがしい一日でした。 
今年は、瀬戸市の職員の方が 9 名、3 月に「道

の駅」オープニングに餅つきをいたいというこ

とで、参加いただき餅つきをほとんどお願い出

来まして大変助かりました。門松づくりは少々

手こずりましたが、立派なものを作っていただ

きました。次へ繋げられることを実感しました。

昼食後は、皆さんで大掃除をして新しい年を迎

える「おこづなまき」もでき、迎春準備終了、

参加者 54 名。 

 
 ＜1 月 9 日＞お正月行事とどんど焼き。最低

気温が氷点下 1 度、天候はくもりの予報がとて

もいい日よりで、暖かくて動きやすく最高の日

でした。参加者も楽しんでいただけたと思いま

す。「二日のトロロ飯」「春の七草」「鏡開きのぜ

んざい」「全ソバ粉のお焼き」「焼き芋」と沢山

準備したつもりでしたが足りないくらいの大盛

況でした。今後は「お正月遊び」「ヒナ祭り」「端

午の節供」等、子供を中心に食べること、遊び

方等、「森っこクラブ」とコラボ出来るといいな

ぁと思います。手始めにお正月遊びの「コマ・

ケン玉、カルタ、ダルマ落とし」を用意しまし

た。参加者 53 名（出口 なほ子） 

 
 
 自然環境調査グループ 

今年は雪景色で年が明け、その後２月半ばこ

ろまでに２度、３度と積雪を見るなど久し振り

に雪の多い冬でした。海上の森も日陰などには

何時までも雪が残り、雪を踏みしめながらの観

察日が何度かありました。 

1/9 みんなでポーズ！ 

12/23 
門松づくり 

1/9 
どんど焼き 
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 こんな中で草木の開花も幾分か遅れ気味とな

り、マンサクやサクラバハンノキはほヾ例年通

り開花したものの、アセビやヤブツバキ、ショ

ウジョウバカマやタンポポ、ハコベなど例年よ

り遅れるか、咲いても数が少ないなどの変化が

見られました。また昆虫たちの出現もほヾ皆無

の状況でした。 
 それでも冬鳥たちは元気で、種類によって多

い少ないはあるものの、この冬も数多くその姿

を見ることができました。ヌルデの木の実を食

餌するイカルの群れは見ているだけで癒されま

すし、ハチジョウツグミやミヤマホオジロなど、

普段あまり目にすることのない野鳥にも出会う

ことができました。 
 １月下旬には居るのは分かっていてもなかな

かお目に掛かれないリス（本土リス）の姿を２

度も見ることができました。この様に海上の森

は季節ごとにすばらしい出会いが期待できる場

所です。 

 
 こんな海上の森も３月に入ると日々春らしさ

を感じるようになります。アセビの花数も増え

コバノミツバツツジやダンコウバイ、クロモジ

にシデコブシ、キブシ、オオカメノキなど木の

芽は膨らみ、次々と花を開きます。それにも増

していろんな草花の可憐な花をいたるところで

見ることができるでしょう。長い冬をじっと耐

えた昆虫たちもその姿を見せてくれる様になり

ます。 
３月は海上の森の生き物たちの、営みのドラ

マがはじまる時です。会員の皆様、是非私たち

と一緒に森に足を運び、観察を通して生き物た

ちの息吹きを感じたり見たりしませんか。参加

をお待ちしています。（池藤 栄） 

 
定例観察日：毎週木曜日 ９：３０～  

海上の森入口駐車場集合 
野あそびグループ（森ッ子クラブ） 

 今年度から新たにスタートした子供と大人が

一緒に楽しむ野あそびグループです。11 月から

2 月まで 3 回実施しました。毎回午前中森ッ子

クラブ「あそび村」まで自然探検、そして午後

は「あそび村」づくりと野あそびです。 
 ☆自然探検では、冬の森の不思議を発見して

驚きの連続です。虫食い落ち葉、大笑いの顔の

葉痕（葉っぱの落ちた跡）、猪の足跡、鳥の巣な

どなど。 

 
 
 
 

1 月 
雪の観察会 

本土リス 

虫の食べた跡は

面白い 

サワガニが 
いるかな？ 
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☆「あそび村」づくり野あそびは、大きな看板

やたのしい動物工作をしました。子供たちは自

然がすべておもちゃのようにはしゃぎます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森ッ子クラブ「あそび村」は雑木林の中にあり

ます。村づくりは始まったばかり。みんなの夢

の実現に向けて一つずつ創っていきます。感動

もんです。（大澤 秀文） 

 森づくりグループ 

  一段と寒いこの季節は、森づくりグループの

出番です。月に４回の活動日は、ため池再生の杭

づくりと、シガラミ用の竹採りに力を注ぎました。 
 また、海上の森センターと企業提携されている

会社や企業が行っている間伐作業への技術指導も

行っています。杉や檜などで混み合っていた人工

林の空がぽっかりと空いた瞬間は達成感でスッキ

リとし、感動さえ覚えます。（福田 澄夫） 

  

  

  

   　 おしらせ 

  海上の森の会は、従来使用していた軽ト

ラックを廃車し、新たに購入しました。 

   

フジのタネを

見て、黒豆だ！ 

ふくろうが 
おでむかえ 

手作りカンバン 

村のシンボル

のシイの大木 

3/5 ＫＤＤＩさ

んの間伐作業 

資材置き場の制作

も順調です。 
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＜3 月～5 月のグループの活動予定＞ 

森づくりグループ 

 日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

3

月 

5日（土）・8日（火） 

19 日（土）・22日（火） 

9：00～ 

 

サテライト 

 

間伐・枝打ち お弁当・飲料水 

4

月 

2日（土）・5日（火） 

16 日（土）・19日（火） 

〃 〃 
〃 

〃 
〃 

〃 
〃 

5

月 

7日（土）・10日（火） 

21 日（土）・24日（火） 

〃 〃 〃 〃 

里の再生グループ・スタッフ作業日 

 日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

3月 16 日（水）・26日（土） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

4月 6日（水）・23日（土） 〃 〃 〃 〃 

5月 4日（水）・28日（土） 〃 〃 〃 〃 

里の教室・スタッフ作業日 

 日 時間 集合場所 作業内容 持ち物 

3月 9日（水）・23日（水） 9：00～15：00 サテライト 農作業 お弁当・飲料水 

４月 13 日（水）・27 日（水）    〃    〃   〃    〃 

５月 11 日（水）・25日（水） 〃 〃 〃 〃 

 

里のくらしグループ 

４月２日（土） サテライトにて「春の節供」 

５月５日（木・祝）サテライトにて「端午の節供と多度神社祭礼のお手伝い」 

 ＊当日の詳しい内容は行事近くなりましたらＨＰに載りますので、そちらを御確認下さい。 

 

 

 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

事務所 〒489-0857  

愛知県瀬戸市吉野町 304-1 

「あいち海上の森センター」内３Ｆ 

電話＆ＦＡＸ：0561-21-9298 

Ｅメール：morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

  ご意見ご感想をお待ちしています 

森の会への連絡はメール・ＦＡＸ・〒でお送り下さ

  編集後記 
 ＮＰＯに移行しての 1 年が駆け足で過

ぎていきました。個人的に、ばたばたと仕

事をこなすだけの 1 年であったように思

います。さぁさ！今年は森で何をして遊び

ましょうか？事務所にウグイスが私を呼

びに来ています。来年度のプログラムシー

トも出来上がりつつあります。１回でも多

く森に足を運んで森に元気を貰いたいと

思います。   （中元 恵子） 

mailto:moronokai2004@kxa.biglobe.ne.jp�



